
1.日　程  ２０１７年１１月３日（金） １０：３０～１８：００　　１回戦、２回戦

 ２０１７年１１月４日（日） 　９：３０～１７：００　　決勝、３位決定、交流戦

2.場　所 群馬県安中市総合体育館　(安中市スポーツセンター）　
3.主　催　 群馬車椅子バスケットボール連盟 6.協　力　 群馬県安中市総合体育センター
4.共　催 群馬マジック 関東車椅子バスケットボール連盟審判部
5.主　管　 安中ＣＵＰ実行委員会 高崎健康福祉大学 

  優勝：群馬マジック　準優勝：ＳＡＧＡＭＩ　ＦＯＲＣＥ　３位：関東Knights　４位：YOKOHAMA DREAMER
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Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 会場準備    9:00

○48-38● 第５試合    9:30 Ａ５　Ｂ５

Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者 第６試合  11:00 Ａ６　Ｂ６

▲87-35△ 第７試合  12:30 Ａ７　Ｂ７

交流戦

○82-41● 第８試合  14:30 Ａ８　Ｂ８

Ａ３敗者 ｖｓ Ｂ４勝者 閉会式  16:10

○67-52●

交流戦

●39-43○

交流戦

▲90-28△
Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者

○61-54●
Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 　　　　群馬県のマスコット

●57-58○ 　　　　「ぐんまちゃん」
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Ａ４

＜１日目(11月3日）＞
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第５回安中市長杯争奪安中ＣＵＰ親善車椅子バスケットボール大会の結果 

群馬マジック
１日目(11月3日）

Ａ１

大会結果　

Ｂ３
SAGAMI
FORCE

Ａ１

Ｋ９長野



  
    

   

                  
                第５回 
   安中市長杯争奪親善車椅子バスケットボール大会 

    

主 催 群馬車椅子バスケットボール連盟   問合せ先 高橋まで ℡ 090-3516-2300 
後 援 安中市 安中市教育委員会 群馬県障害者スポーツ協会     
協 力 安中市バスケットボール協会  日本車椅子バスケットボール連盟審判部 高崎健康福祉大学ボランティア 
協 賛 東群ホールディングス株式会社 ニコ・ドライブ株式会社    
  

          
   
                      
 
  
 

  201７年1１月３～４日(金・土） 
 場  所 安中市スポーツセンタ－総合体育館  

入場無料 



         市 長 挨 拶     安中市長 茂木英子  

                    
 安中市長杯争奪安中ＣＵＰ親善車椅子バスケットボール大会が昨年に続きここ安中総合体育館において開催
されますことは誠に喜ばしく、心から歓迎申し上げます。 
 さて、車椅子バスケットボールは、普段はあまり目にする機会がないかもしれませんが、夏季パラリンピックの
公式種目として古くから採用されている、障がい者スポーツの中でも花形のスポーツであります。ご承知のよ
うに、２０２０年には東京で夏季オリンピック・パラリンピックが開催されることが決定いたしました。選手の皆さん
にとっては大変大きな目標であり、夢ができたことと思いますが、ぜひ今回参加されている皆さんの中からも
パラリンピック選手が生まれることを期待しています。 
 結びに、選手の皆さんにはケガには十分注意していただき、日頃の練習の成果を存分に発揮していただくと
ともに、本大会の成功をご祈念し、大会開催にあたりご尽力・ご協力を賜りました関係者の皆様に心から感謝を
申し上げまして、歓迎のことばといたします。 
 
 

    主 催 者 挨 拶   群馬車椅子バスケットボール連盟 高橋俊一郎 

        
 安中カップ親善車椅子バスケットボール大会がここ安中総合体育館において、安中市、安中市教育委員会の
ご後援を受け開催できることに感謝申し上げます。私は安中市内の学校訪問を通じて、人に優しい福祉の街づ
くりやこころのバリアフリーをテーマに、講演を行ってきました。講演のあとに生徒さんから頂戴する感想に、車
椅子バスケットボールを実際に見てみたい、安中市でも大会をやってほしいとの声が多くあることに気づきまし
た。そこで、５回目の安中市長杯争奪ということで、関東地区で活躍しているチームに参加協力をいただき、大
会を開催することになりました。車椅子バスケットボーツ競技は、パラリンピックの正式競技で２０２０年の東京で
開催される大会でも行われる競技のひとつです。ぜひ、この機会に安中市民の皆様に車椅子バスケットボール
の迫力とスピード感をお楽しみいただければと思います。地元の群馬マジックも出場しますので、応援をお願い
します。 

１日目(11月3日）

１位～４位決定

Ａ６ Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

Ｂ６ Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者

Ａ８ Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者

Ｂ８ Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者

５位～８位決定

Ａ５ Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者

Ｂ５ Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

Ａ７ Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者

Ｂ７ Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者

決勝、準決勝、順位決定

　２日目(11月4日）

群馬マジック
（群馬県）

Ａ１
BLAST
（東京都）

Ａ３

Ａ４

Ｂ２

Ｂ３
SAGAMI FORCE

(神奈川県）
Ｂ１

Ｋ９長野
(長野県）

湘南スポーツクラブ

（神奈川県）

YOKOHAMA DREAMER
（神奈川県）

Ａ２
LaＶｉｔｚ
（東京都）

Ｂ４
関東Ｋｎｉｇｈｔｓ

（関東）

       

 みんな 
 応援 
 してね 

会場準備    9:00
開会式  10:30
第１試合  11:00 Ａ１　Ｂ１
第２試合  12:30 Ａ２　Ｂ２
第３試合  14:30 Ａ３　Ｂ３
第４試合  16:00 Ａ４　Ｂ４

会場準備    9:00
第５試合    9:30 Ａ５　Ｂ５
第６試合  11:00 Ａ６　Ｂ６
第７試合  12:30 Ａ７　Ｂ７
体験会  14:00
第８試合  14:30 Ａ８　Ｂ８
閉会式  16:10

１日目(11月3日）

２日目(11月4日）

組み合わせ スケジュール

群馬県のマスコット

ぐんまちゃん


プログラム表紙

		

		安中市長杯争奪　安中ＣＵＰ　親善車椅子バスケットボール大会

				1.日　程 ヒホド		２０１３年１１月　９日（土） １０：３０～１８：００　　１回戦、２回戦 ツチカイセンカイセン																組み合わせ クア

						２０１３年１１月１０日（日） 　９：３０～１７：００　　決勝、３位決定 ヒケッショウイケッテイ																				＜１日目(11月9日）＞ ニチメツキニチ								＜２日目(11月10日）＞ ニチメツキニチ

																　　　　順位決定										SAGAMI FORCE (神奈川県）										準決勝、決勝、順位決定 ジュンケッショウケッショウジュンイケッテイ

				2.場　所 バショ		群馬県安中市総合体育センター グンマケンアンナカシソウゴウタイイク																						Ａ１								１位～４位決定 イイケッテイ

						　住所：安中市安中２０－１　ＴＥＬ：０２７３－８２－２５００																				SPREAD　　　　　　　（埼玉県）				Ａ３				Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

																								Ｂ３										Ｂ６		Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者 ハイシャショウシャ

				3.主　催　 シュモヨオ		群馬車椅子バスケットボール連盟 グンマクルマイスレンメイ																				湘南スポーツクラブ　　　　　（神奈川県）								Ａ８		Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者 ショウシャショウシャ

																												Ｂ１						Ｂ８		Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 ハイシャハイシャ

				4.共　催 トモモヨオ		群馬マジック																				群馬マジック　　　（群馬県）

																																				５位～８位決定 イイケッテイ

				5.主　管　 シュカン		安中ＣＵＰ実行委員会 アンナカジッコウイインカイ																				H-IMPROVE　　　　　　(神奈川県）								Ａ５		Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 ショウシャハイシャ

																												Ａ２						Ｂ５		Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

				6.協　力　 キョウチカラ		群馬県安中市総合体育センター グンマケンアンナカシソウゴウタイイク																				　Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ　　　　　　　（茨城県）				Ａ４				Ａ７		Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者 ショウシャショウシャ

						関東車椅子バスケットボール連盟審判部 カントウクルマイスレンメイシンパンブ												群馬県のマスコット						Ｂ４										Ｂ７		Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者 ハイシャハイシャ

						高崎健康福祉大学												「ぐんまちゃん」								YOKOHAMA　DREAMER　　　　　（神奈川県）

						群馬県立安中総合学園高等学校 グンマケンリツガクエンコウトウガッコウ																						Ｂ２

																										TeamZERO　　　　　　（千葉県）

				7.日　程　 ニチホド		＜１日目(11月9日）＞ ニチメツキニチ								＜２日目(11月10日）＞ ニチメツキニチ

						会場準備 カイジョウジュンビ		9:00						会場準備 カイジョウジュンビ		9:00

						開会式 カイカイシキ		10:30						第５試合 ダイシアイ		9:30		Ａ５　Ｂ５				10.参加資格		大会主催者が推薦した日本車椅子バスケットボール連盟に登録したチームと タイカイシュサイシャスイセンニホンクルマイスレンメイ

						第１試合 ダイシアイ		11:00		Ａ１　Ｂ１				第６試合 ダイシアイ		11:00		Ａ６　Ｂ６						選手とする。（健常者の参加も認める）

						第２試合 ダイシアイ		12:30		Ａ２　Ｂ２				第７試合 ダイシアイ		13:00		Ａ７　Ｂ７

						第３試合 ダイシアイ		14:30		Ａ３　Ｂ３　				第８試合 ダイシアイ		14:30		Ａ８　Ｂ８				11.競技規則		(1) 日本車椅子バスケットボール連盟発行の「車椅子バスケットボール競技

						第４試合 ダイシアイ		16:00		Ａ４　Ｂ４　				閉会式 ヘイカイシキ		16:10								規則」に則る。

																								(2) 健常者選手エントリーする場合は、クラスは５．０とする。 ケンジョウシャセンシュバアイ

				8.参加チーム サンカ		YOKOHAMA　DREAMER（神奈川県） カナガワケン								湘南ＳＣ（神奈川県）

				（８チーム）		相模フォース（神奈川県）　　　　 　　　 カナガワケン								H-IMPROVE（神奈川県）								12.競技方法		１日目にトーナメント戦１回戦、２回戦、１回戦敗者チームは敗者同士の順位決定 センカイセンカイセンカイセンハイシャ

						SPREAD（埼玉県）  　　　								Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ（茨城県）										２日目に１～４位決定、５位～８位決定 ニチメイケッテイイイケッテイ

						TeamZERO（千葉県）  　　　								群馬マジック（群馬県）

																										H-IMPROVE

																										　Ｔ－ＲＯＣＫＥＴＳ

																										YOKOHAMA　DREAMER

																										TeamZERO





Sheet1

		

								１日目(11月3日） ニチメツキニチ								　２日目(11月4日） ニチメツキニチ

								群馬マジック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（群馬県）

										Ａ１						決勝、準決勝、順位決定 ケッショウケッテイ

								BLAST　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都） トウキョウト				Ａ３

						Ｂ３												１位～４位決定 イイケッテイ

								SAGAMI FORCE 　　　　　　　　　　　　　　(神奈川県）								Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

										Ｂ１						Ｂ６		Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者 ハイシャショウシャ

								Ｋ９長野 　　　　　　　　　　　　　　(長野県） ナガノナガノケン								Ａ８		Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者 ショウシャショウシャ

																Ｂ８		Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 ハイシャハイシャ

								YOKOHAMA DREAMER　　　　　（神奈川県）

										Ａ２								５位～８位決定 イイケッテイ

								LaＶｉｔｚ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都） トウキョウト				Ａ４				Ａ５		Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 ショウシャハイシャ

						Ｂ４										Ｂ５		Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

								関東Ｋｎｉｇｈｔｓ　　　　　　　　　　　　　　　（関東） カントウカントウ								Ａ７		Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者 ショウシャショウシャ

										Ｂ２						Ｂ７		Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者 ハイシャハイシャ

								湘南スポーツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県） ショウナンカナガワケンキョウト

								スケジュール										群馬県のマスコット　　ぐんまちゃん










プログラム表紙

				１日目(11月3日） ニチメツキニチ

				会場準備 カイジョウジュンビ		9:00

				開会式 カイカイシキ		10:30

				第１試合 ダイシアイ		11:00		Ａ１　Ｂ１

				第２試合 ダイシアイ		12:30		Ａ２　Ｂ２

				第３試合 ダイシアイ		14:30		Ａ３　Ｂ３

				第４試合 ダイシアイ		16:00		Ａ４　Ｂ４

				２日目(11月4日） ニチメツキニチ

				会場準備 カイジョウジュンビ		9:00

				第５試合 ダイシアイ		9:30		Ａ５　Ｂ５

				第６試合 ダイシアイ		11:00		Ａ６　Ｂ６

				第７試合 ダイシアイ		12:30		Ａ７　Ｂ７

				体験会 タイケンカイ		14:00

				第８試合 ダイシアイ		14:30		Ａ８　Ｂ８

				閉会式 ヘイカイシキ		16:10
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								１日目(11月9日） ニチメツキニチ								　　　２日目(11月10日） ニチメツキニチ

								SAGAMI FORCE 　　　　　　　　　　　　　　(神奈川県）

										Ａ１								決勝、準決勝、順位決定 ケッショウケッテイ

								SPREAD　　　　　　　　　　　　　　　　　　（埼玉県）				Ａ３

						Ｂ３												１位～４位決定 イイケッテイ

								湘南スポーツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県）								Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

										Ｂ１						Ｂ６		Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者 ハイシャショウシャ

								群馬マジック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（群馬県）								Ａ８		Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者 ショウシャショウシャ

																Ｂ８		Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 ハイシャハイシャ

								H-IMPROVE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(神奈川県）

										Ａ２								５位～８位決定 イイケッテイ

								T-ROCKETS　　　　　　　（茨城県）				Ａ４				Ａ５		Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 ショウシャハイシャ

						Ｂ４										Ｂ５		Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

								YOKOHAMA DREAMER　　　　　（神奈川県）								Ａ７		Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者 ショウシャショウシャ

										Ｂ２						Ｂ７		Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者 ハイシャハイシャ

								TeamZERO　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

								スケジュール														群馬県のマスコット　　ぐんまちゃん










プログラム表紙

		

		安中市長杯争奪　安中ＣＵＰ　親善車椅子バスケットボール大会

				1.日　程 ヒホド		２０１３年１１月　９日（土） １０：３０～１８：００　　１回戦、２回戦 ツチカイセンカイセン																組み合わせ クア

						２０１３年１１月１０日（日） 　９：３０～１７：００　　決勝、３位決定 ヒケッショウイケッテイ																				＜１日目(11月9日）＞ ニチメツキニチ								＜２日目(11月10日）＞ ニチメツキニチ

																　　　　順位決定										SAGAMI FORCE (神奈川県）										準決勝、決勝、順位決定 ジュンケッショウケッショウジュンイケッテイ

				2.場　所 バショ		群馬県安中市総合体育センター グンマケンアンナカシソウゴウタイイク																						Ａ１								１位～４位決定 イイケッテイ

						　住所：安中市安中２０－１　ＴＥＬ：０２７３－８２－２５００																				SPREAD　　　　　　　（埼玉県）				Ａ３				Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者
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						Ｂ３												１位～４位決定 イイケッテイ

								湘南スポーツクラブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（神奈川県）								Ａ６		Ａ３勝者 ｖｓ Ａ４敗者

										Ｂ１						Ｂ６		Ａ３敗者 ｖｓ Ａ４勝者 ハイシャショウシャ

								群馬マジック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（群馬県）								Ａ８		Ａ６勝者 vs Ｂ６勝者 ショウシャショウシャ

																Ｂ８		Ａ６敗者 vs Ｂ６敗者 ハイシャハイシャ

								H-IMPROVE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(神奈川県）

										Ａ２								５位～８位決定 イイケッテイ

								T-ROCKETS　　　　　　　（茨城県）				Ａ４				Ａ５		Ｂ３勝者 vs Ｂ４敗者 ショウシャハイシャ

						Ｂ４										Ｂ５		Ｂ３敗者 vs Ｂ４勝者

								YOKOHAMA DREAMER　　　　　（神奈川県）								Ａ７		Ａ５勝者 vs Ｂ５勝者 ショウシャショウシャ

										Ｂ２						Ｂ７		Ａ５敗者 vs Ｂ５敗者 ハイシャハイシャ

								TeamZERO　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

								スケジュール														群馬県のマスコット　　ぐんまちゃん











監督 松井昭二 HC 横瀬英里子 及川康弘
コーチ 山崎泰雄 背番号 氏名 持点 備考 背番号 氏名 持点 備考

AC 三枝達哉 0 伊藤俊之 2.5 4 熊谷昌飛 3.5
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 髙木美野 1 二ノ宮洋 1.0 5 坪龍司 4.5 K
背番号 氏名 持点 備考 4 横瀬正樹 2.0 7 盛島良介 3.0

4 山崎泰雄 1.5 11 神田一幸 1.0 8 椎名香菜子 4.5 K
5 三枝達哉 3.5 31 仲野豪 4.0 9 今井悟 2.0
6 山崎佳菜子 未 32 小林寛明 3.5 11 及川康弘 2.0
7 長田龍司 2.5 34 八重樫紘佑 4.5 K 12 高橋賢司 1.5
10 門倉淳 2.0 13 金子晃大 2.5
11 四条海 3.0 15 栗原勇二 2.5
15 松井昭二 2.0

監督 西原徹 HC 中川文人 監督 小田部公明
HC 千葉昇 AC 種池良太 HC 駒崎和孝
AC 伊藤雄二 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 笹本睦子 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 萬崎リカ

ﾄﾚｰﾅ 荒川真奈美 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 寺崎郁美 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 駒崎妙子
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 柳麻美 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 田村菜々 背番号 氏名 持点 備考
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 山中幸子 背番号 氏名 持点 備考 3 森田俊光 2.0
背番号 氏名 持点 備考 5 広海貫二 1.0 5 坂本修二 2.0

5 市川正雄 4.5 6 古谷卓 2.0 6 中野渡雅敏 4.0
6 田中純二 3.5 7 鈴木可奈子 4.5 K 7 萬崎勲 3.0
7 西村朝未 4.5 8 井口充弘 2.5 9 石原正治 4.0
9 山本和重 2.0 11 小玉裕輔 4.5 10 水本栄喜 2.0
10 木村学 2.5 12 鈴木崇 2.0 11 中嶋仁 4.5
11 西原徹 1.0 14 青山和彦 2.5 12 蔵持弘 1.0
12 三杉香織 3.0 16 中川文人 1.5 13 小貫重吉 3.5
13 吉田博人 4.0 17 山崎秀樹 2.0 14 高橋俊一郎 2.0
14 原市紘奈 2.0 18 鵜川孝祐 2.0 15 駒崎和孝 1.0
15 伊藤雄二 2.5 19 當麻晋也 3.5 17 土屋武司 4.0
17 内田豊 2.5 20 種池良太 3.0 23 森本哲也 2.0
18 千葉昇 2.0 21 谷島健悦 2.5

HC 高橋俊一郎 HC 金児知哉
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 唐沢布美子 AC 金井大地
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 諸田みづほ ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 倉島智美
ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 樫﨑婦左 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 木原愛美

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 板倉駿

背番号 氏名 持点 備考 背番号 氏名 持点 備考 杉山兼芳 神直和
4 高木伸久 2.0 4 長崎和志 2.0 齋藤登 永井昌也
5 町村幸夫 1.0 5 新津和良 4.0 立田裕志 大原章太郎
6 中村亜弘 2.5 6 内藤寛一 3.0 末政弘 木村昌宏
7 森田貴之 2.0 7 金児知哉 1.0 絹村広誠 市毛晴美
8 筑井卯月 1.0 8 山崎哲央 2.5 宮内悟 鴫原広志
9 関野山好宏 4.0 9 和田泰幸 4.5 萩原浩二 天草大輔
10 谷口誠 4.0 11 中田真也 1.0 上野伸明 石井智子
11 小林実 1.5 12 金井大地 4.5 K 免田佳子 四方田麻菜美
14 池田紘平 4.5 15 板倉駿 4.5 K 稲垣藍 石塚高士
15 山本和弘 4.0
16 羽鳥正敏 2.0

・試合中のコート上の選手5人の持点の合計が14点を越えてならない。
・健常者を除く女性の選手が試合に出場する場合は、14点に1.5点をプラスして計算される。

参加チーム

Kは健常者選手です。

湘南スポーツクラブ YOKOHAMA DREAMER

　　審判員

SAGAMI FORCE

ＢＬＡＳＴ Ｌａ Ｖｉｔｚ 関東Knights

Ｋ９長野群馬マジック
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